
作品名 氏名 住所 賞名
淡鉄雪丸五寸深鉢 （株）大乗窯　川内　雅博 佐賀県武雄市
「DAMI SAKURA」フリーボックス (有)しん窯　角　康則　 佐賀県西松浦郡有田町
パパ　ママ　わたし （有）しん窯　橋口　博之 佐賀県西松浦郡有田町
「ツギハギ」丸皿 ヤキモノあんあん堂 長崎県西海市
「ツギハギ」楕円鉢 ヤキモノあんあん堂 長崎県西海市
青白磁線文マグカップ 阿南　維也 大分県大分市
竹図型打ち角皿 井手　國博 佐賀県西松浦郡有田町
竹の子型向付 井手　國博 佐賀県西松浦郡有田町
彩釉刻文皿 井上　康徳 佐賀県西松浦郡有田町
白磁三角形組鉢 井上　康徳 佐賀県西松浦郡有田町
白磁黒釉皿 井上祐希 佐賀県西松浦郡有田町
白磁組鉢 岡部　俊郎 熊本県天草市
渕なずな絵多用鉢 岡部　美智子 佐賀県西松浦郡有田町
福白抜サラダ鉢セット 岡部　美智子 佐賀県西松浦郡有田町
美しいリーフ１ 花田　文夫 山口県周南市
美しいリーフ２ 花田　文夫 山口県周南市
有田焼排水口カバー　金魚ちゃん 株式会社　有田陶芸 佐賀県西松浦郡有田町
ステッププレート ㈱有田陶芸と青山プロジェクトYKA㈱共同 東京都中央区日本橋茅場町
Ceramic Drip-Filter 岩永　和久 佐賀県西松浦郡有田町
Plain Lamp 岩永　和久 佐賀県西松浦郡有田町 ３位　有田町長賞
染付唐草文ミニ一輪差し 喜多　徳三郎　 佐賀県伊万里市
白瓷葉形向付 吉永　サダム 佐賀県伊万里市
染付撫子絵八角皿 吉田　壽 佐賀県佐賀市
丸型酒器 久保田　昭次 佐賀県西松浦郡有田町
麻の葉銘々皿 久保田　智 佐賀県西松浦郡有田町
壁掛け式花器 橋本　大輔 大阪府豊能郡
マグカップ 橋本　大輔 大阪府豊能郡 読売新聞社賞
粉引こどんぶり 玉木　浩一郎 沖縄県南風原町
白絣組皿 近藤　光男 福岡県筑後市
染付網絵麻の葉かぶと鉢 渓山窯　篠原　祐美子 佐賀県西松浦郡有田町
釉下彩墨ハジキ麻ノ葉文 原　松子 佐賀県伊万里市
淡濃パンジー 原田　まち子 佐賀県西松浦郡有田町
綾織トリプル組皿 原田　吉晴 佐賀県西松浦郡有田町
Sake set ～Tokusa・Shibuki 原田　吉泰 佐賀県西松浦郡有田町 佐賀県陶磁器工業協同組合賞
スクエアーリング正角皿 原田　陽介 佐賀県西松浦郡有田町
蛍手マグカップ 古藤　隆司 大分県大分市
蛍手碗　３種大中小 古藤　隆司 大分県大分市
鉄赤グラス 戸次　寅夫 福岡県春日市
ワラ白組鉢 戸次　寅夫 福岡県春日市
色絵ポット金魚、うさぎ 工房陶磁　濱田　高滋 佐賀県西松浦郡有田町
墨象・蓋物（赤・黒） 幸右エ門　渕野　博己 佐賀県西松浦郡有田町
お酒チョイ飲みバラエティーセット 幸右エ門　渕野　博己 佐賀県西松浦郡有田町
萩丸文碗・カップ 広川　隆 山口県山口市
萩黒千点文碗 広川　隆 山口県山口市 佐賀県陶磁器卸商業協同組合賞
染付布袋６寸皿 江口　圭三 長崎県佐世保市
Sima-cup 江頭　光治 佐賀県西松浦郡有田町
市松花もよう　ソバ猪口、角皿 江頭　陶子 佐賀県西松浦郡有田町
Ti pot 高庭　加南子 神奈川県川崎市高津区
花鳥風月大小鉢揃い 黒田　一楽 佐賀県西松浦郡有田町
黒吹金銀彩十草馬上碗 黒田　一楽 佐賀県西松浦郡有田町
陶石ククサ～イシカラ～ 今村　堅一 佐賀県西松浦郡有田町
HACO～イシカラ～ 今村　堅一 佐賀県西松浦郡有田町
多様鉢５点セット 佐々木　康治 福岡県遠賀郡岡垣町
角皿 佐々木　康治 福岡県遠賀郡岡垣町
染錦草花文小鉢 佐藤　俊文 佐賀県西松浦郡有田町
蛍手蕎麦猪口 佐藤　俊明 佐賀県西松浦郡有田町
瑠璃釉、深瑠璃、暮瑠璃碗 坂本　達也 佐賀県西松浦郡有田町
OKIMONO「申」 山下　行男 長崎県東彼杵郡波佐見町
厳冬の海　酒器 山下　和久　　山下陶苑 長崎県東彼杵郡川棚町 朝日新聞社賞
真鰯群れ花瓶 山口　信登志 佐賀県西松浦郡有田町
桜花瓶 山口　信登志 佐賀県西松浦郡有田町
波渕花唐草文鉢 山口　台丹 長崎県東彼杵郡波佐見町
波渕花唐草文鉢 山口　台丹 長崎県東彼杵郡波佐見町
エッグシェル面取タンブラー 山本　博文 佐賀県西松浦郡有田町 日本経済新聞社賞
白磁鎬ボール（L・M） 寺内　信二 佐賀県西松浦郡有田町 経済産業大臣賞
変形パスタ鉢「爽」 寺﨑　康子 佐賀県三養基郡みやき町
色変り酒器揃い「遊」 寺﨑　康子 佐賀県三養基郡みやき町
黄磁渕切皿 鹿谷　敏文 福岡県福岡市
白磁蓋付碗 鹿谷　敏文 福岡県福岡市
バルーン・ワインキャップ 篠原　浩一 佐賀県西松浦郡有田町
真空保温保冷食器・茶碗 勝田　健夫 奈良県磯城郡川西町
鉄絵デミタスカップ 松島　崇 京都府京都市北区
ワイングラス 松尾　修介 長崎県東彼杵郡波佐見町
絵唐津組皿 松尾　明季 長崎県佐世保市船越町
チドリ・モーニングセット 松尾　和枝 佐賀県伊万里市
フリーボール 植木　薫 佐賀県多久市
家族だんらん 植木　薫 佐賀県多久市 佐賀県商工会議所連合会賞
飛び鉋組皿 森山　寛二郎 福岡県朝倉郡東峰村
片口鉢と片口小鉢 深水　沙織 山口県萩市
雫グラス 西　隆行 佐賀県西松浦郡有田町
窯変釉　釉彩線文組鉢 西山　宗元 佐賀県西松浦郡有田町
まほろカップ 西山　勝章 佐賀県伊万里市
鉄絵刷毛目 西川　清人　（自由人工房） 佐賀県多久市 陶業時報社賞
萩御本手窯変花入 西林　美奈子 山口県山口市
萩焼お番茶セット 西林　美奈子 山口県山口市
氷青磁組鉢 青木　昌勝 佐賀県伊万里市 ２位　佐賀県知事賞



双龍文月想硯＆水滴 赤絵白磁硯処　雪月花　鷹巣千鈴　 佐賀県西松浦郡有田町
紅葉尽し文月想硯＆水滴 赤絵白磁硯処　雪月花　鷹巣千鈴　 佐賀県西松浦郡有田町
吹墨椿紋小鉢 川添　貞秀　 長崎県東彼杵郡波佐見町
精巧ホタル手「含珠焼」花づくし 前田　英明 佐賀県嬉野市 技能賞
魚紋丼鉢 早﨑　洋一郎 長崎県東彼杵郡波佐見町
着飾る羊たち 太田　和則 長崎県東彼杵郡波佐見町
青磁印花組鉢 大串　匡秀 佐賀県伊万里市
青磁千段雪透かし文ビアカップ 大串　匡秀 佐賀県伊万里市 熊本放送賞
桜川釉薬描き、変形角皿 大塚　秀雄　 佐賀県西松浦郡有田町
キュートな花弁紋藍愛食卓 大塚　秀雄　 佐賀県西松浦郡有田町
梅雨空の宝冠花輪花皿 大塚　和代 佐賀県西松浦郡有田町
心和む散歩道楕円多用皿 大塚　和代 佐賀県西松浦郡有田町
７寸白磁彫皿 大林　吉幸 佐賀県伊万里市
萩酒杯セット 大和　猛 山口県山口市
慈雨 谷川　アサ佳 岐阜県多治見市
仏さまの器 中原　一馬 佐賀県鳥栖市
SHI no gi -酒器- 中川　夕花里 大阪府高槻市
染付登竜門文蓋物 中島　良人 佐賀県西松浦郡有田町
白磁・青白磁組皿 中尾　純 佐賀県西松浦郡有田町
白磁釉象嵌鉢 中尾　純 佐賀県西松浦郡有田町 佐賀新聞社賞
ハミングバード 中尾　正三郎 佐賀県西松浦郡有田町
ランプシェード 中林　良栄 熊本県熊本市東区
半筒抹茶碗 中林　良栄 熊本県熊本市東区
guruguru wan 朝長　美紀 長崎県東彼杵郡波佐見町
昆虫がいっぱい 長野　惠之輔 長崎県東彼杵郡波佐見町
生き物ばんざい 長野　惠之輔 長崎県東彼杵郡波佐見町 肥前陶磁器商工協同組合賞
おしどり流水牡丹唐草文－四角皿　手造り 塚本　増夫 佐賀県武雄市
色絵紫陽花文-セット皿 塚本　増夫 佐賀県武雄市
宴のために 坪山　進　 鹿児島県霧島市
Melody 定山窯　後藤真由美　 佐賀県西松浦郡有田町
a geometric pattern 定山窯　後藤真由美　 佐賀県西松浦郡有田町
練込ティーカップ 渡辺　尚義 大分県国東市
窯変コーヒーカップ 渡辺　尚義 大分県国東市
特大大皿セット「聖域」 嶋田　敏生 佐賀県西松浦郡有田町
パスタ皿セット「月物語」 嶋田　敏生 佐賀県西松浦郡有田町
薩摩扇型皿（きりん） 藤本　順子 鹿児島県鹿児島市
薩摩皿（きりん） 藤本　順子 鹿児島県鹿児島市
古染風孔雀文六兵衛取鉢 陶工房　大塚　白秀 佐賀県西松浦郡有田町
哀愁の秋詩八方なぶり皿 陶工房　大塚　白秀 佐賀県西松浦郡有田町
hana-hana 陶磁工房　一朶　　中原　真希 長崎県大村市
accent 陶磁工房　一朶　　中原　真希 長崎県大村市
手造り抽象文３点 納冨　栄太 佐賀県西松浦郡有田町
白磁シノギ花瓶 馬場　光二郎 佐賀県伊万里市
白磁花喰鳥文七寸皿 馬場　光二郎 佐賀県伊万里市 西日本新聞社賞
Black　ｐｌaｔe 畑石　修嗣 佐賀県伊万里市
レジェ釉千段形変り仙茶 畑石　眞嗣 佐賀県伊万里市 技能賞
黒天目野草葉脈文皿 樋口　源一 福岡県福岡市
妖怪絵巻 百田　真平 佐賀県西松浦郡有田町 サガテレビ賞
黒陶ブロック　ボールセット 武村　博昭　（株）利左エ門　 長崎県東彼杵郡波佐見町
ベージュブロック　ボールセット 武村　博昭　（株）利左エ門　 長崎県東彼杵郡波佐見町
薄手白磁鳥玉露碗 副島　健太郎 佐賀県西松浦郡有田町
ほくほく親子鍋 福元　敬明 東京都品川区
山水絵・皿・コップ大小 福田　由紀子 佐賀県西松浦郡有田町
桜舞う 柄﨑　一雄 佐賀県西松浦郡有田町
桜吹雪 柄﨑　一雄 佐賀県西松浦郡有田町
野の花文窯変ミニ丼 麻生　サヨ子 宮崎県宮崎市
野の花文窯変湯のみ 麻生　サヨ子 宮崎県宮崎市
初夏の宴（酒器セット） 野中　克彦　　 佐賀県西松浦郡有田町
プラティ　マグカップ ㈲　金照堂 佐賀県西松浦郡
富士カップペア（金銀彩） ㈲　金照堂 佐賀県西松浦郡 有田焼卸団地協同組合賞
染付け山水刺身長皿 流川　幸彦 佐賀県西松浦郡有田町
染付け山水多様皿 流川　幸彦 佐賀県西松浦郡有田町
アリタステキネ！“掛かる”６寸和皿 緑乃季節図案室 佐賀県西松浦郡有田町
アリタステキネ！英文字角小鉢 緑乃季節図案室 佐賀県西松浦郡有田町
青白磁組鉢 六平 佐賀県武雄市
青白磁入縁組鉢 六平 佐賀県武雄市
白磁猪口 圓田　拓男 佐賀県西松浦郡有田町 日刊工業新聞社賞
フレンチ丼 廣田　昇治 佐賀県西松浦郡有田町
彩磁練り上げ三方皿「藍の花尽し」 艸窯　草場　奈美子　　 佐賀県西松浦郡有田町
彩磁練り上げ縞文様酒器揃 艸窯　草場　勇次 佐賀県西松浦郡有田町


